
「市の考え方の区分」

№ 意見の概要 市の考え方 区分

1

インクルーシブ教育に取り組んでほしい。

　同様意見　他１件

P.40「学習環境の整備」を通して、福祉教育の充実に取り組
み、共生社会の実現を目指します。

△

2

障害児は、樹林公園などでは全く遊べない。障害児でも遊
べる公園をお願いしたい。

公園みどり課等、関係各部署へ情報提供し、連携しながら
検討していきます。

□

3

障害児の実態、ニーズ、問題点などは、成人の障害者とは
違った側面があることから、障害児福祉計画と障害福祉計
画は、別に定めるべきと考える。ヒアリングの調査対象も療
育施設、市内支援学級、県立支援学校生徒の保護者とす
べきではないか。

　同様意見　他２件

障害者福祉施策の理念や方針を定めた障害者計画、障害
者総合支援法及び児童福祉法に基づく各施策に伴うサー
ビス量や確保策を定めた障害福祉計画及び障害児福祉計
画は、相互に密接な関係にあること、障害福祉施策を総合
的に推進していく必要があること、障害児から障害者まで切
れ目のない包括的な支援を可能とすることから、一体的に
計画を策定しています。ヒアリングの調査対象については、
次期計画の策定の際に、自立支援協議会等を通して、検討
していきます。

△

4

計画(案)にコロナに関することがないが、必要ではないか。

　同様意見　他１件

計画策定において、埼玉県の方針に基づいて作成していま
すが、作成時点で新型コロナウイルスの影響により、今後ど
のように社会情勢が変化していくのか、不確定要素が多く、
国や県でも新型コロナウイルスの影響を一律に示すことが
難しい状況でした。そのため、今回の計画では、新型コロナ
ウイルスの影響を反映せずに作成していますが、今後の計
画策定においては、国や県の方針に従いながら、社会情勢
に応じて検討していきます。

△

5

発達障害の子供たちとの関わりを考える際に「子ども子育
て支援事業計画」と連携していただきたい。

P.１「計画策定の目的」に記載しているとおり、和光市健康
づくり条例や、長寿あんしんプラン、子ども子育て支援事業
計画等関連計画について、相互に連動した計画策定を行
い、包括的に障害者保健福祉施策を推進していきます。

△

パブリック・コメントの意見の概要と市の見解

◎：意見を反映し案を修正した 　 ○：意見を一部反映し、案を修正した　　△：案を修正しなかった。　　□：その他（感想、この案件以外への意見等）
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№ 意見の概要 市の考え方

6

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、チャレンジド
スポーツ大会やチャレンジド団体合同展示会が中止になっ
たが、コロナ対策をして開催していただきたい。

新型コロナウイルス感染症の状況によりますが、P.41「社会
参加の促進」に記載しているとおり、障害者の生活の質の
向上や仲間づくり、自己実現をサポートするため、スポーツ
や社会教育、文化活動に参加できる体制の整備は継続して
いきます。

□

7

計画(案)では「学習環境の整備」と一括りになっているが、
支援学校と支援学級では対応が大きく違うので、項目として
分けて対応してはどうか。

P.41「学習環境の整備」については、支援を要する児童へ
の福祉教育の充実を目指し、大きな施策の一つとして掲げ
ています。より分かりやすい具体的な内容表記については、
今後の計画策定の際に検討していきます。

△

8

P.31障害者団体等へのヒアリングについて、「障害者団体
の周知方法が困難」とあるが、放課後等デイサービスの利
用者や発達支援の利用者に対する講習会等(経験に基づい
たお話等)を開催したら、障害者団体の告知に繋がるのでは
ないか。

ご提案いただいた障害者団体の周知方法について、参考に
させていただきます。

□

9

P.73「理解促進研修・啓発事業」を強化していただきたい。
具体的には知的障害者を理解する機会を作っていただきた
い。障害者が地域に居る、近所に居る、同じ学校に居る、同
じクラスに居るということが日常になればと願う。

P.40「福祉教育の充実」やP.43「啓発・広報活動の促進」、ま
た、P.43の「障害者差別解消と権利擁護」としても取り組ん
でいきます。

□

10

幼い障害児を抱え、定期的な通院や療育にも通いながら求
職(就職)はかなり難しいものがある。仕事をしていなくても保
育園育成枠が利用できるようになれば、同じクラス(空間)に
障害児が居ることが日常になり、共生社会の基盤が作りや
すいのではないか。

保育サポート課等、関係各部署へ情報提供していきます。

□

11

過去からの推移、現状とその内容説明が濃い。支援体制の
構築や基盤整備とあるが、もう一歩踏み込んだ具体的な計
画を載せていただきたい。

本計画については、法的根拠を基に障害者福祉施策の理
念や方針、施策の体系やその展開、並びに各施策に伴う
サービスの必要量や確保策を定めるものとなっています。

△
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12

計画の策定に当たっては、ニーズ調査や各部会などから現
状を把握していると思うが、その流れを詳しく知りたい。市の
ホームページに載せているものもあるが、計画にも組み込
んでいただきたい。

P.4「計画の策定」に記載しているとおり、本計画の策定にあ
たっては、ニーズ調査や障害者に係る障害サービスの給付
実績、障害者団体等に対するヒアリング調査をもってニーズ
（課題）の把握を行い、自立支援協議会における協議を経て
策定しています。より具体的でわかりやすい表記について
は、検討していきます。 △

13

P.64で「サービス等利用計画の作成率は100％となってい
る。」とあるが、現状では思うようにモニタリングが出来てい
ないと思う。充実した相談ができるようにしていただきたい。

当市においては、全ての障害福祉サービス利用者が計画
相談支援事業所の作成したサービス等利用計画を基に
サービスを利用しています。モニタリングや充実した相談に
ついては、P.36「包括的相談支援体制の整備」に記載してい
るとおり、障害者が相談しやすい体制の構築に努めていき
ます。 △

14

P.80生活サポート事業のところで年度別統計に時間数を加
えた方が実態がわかりやすいと思う。

P.80「生活サポート事業」のサービス見込量について、実利
用者数で示していますが、次期計画では、より事業の利用
状況がわかりやすいような集計方法及び見込量の表示に
努めていきます。

△

15

県の事業である生活サポート事業は県内の市町村すべて
の市民が公平に利用できなければならない。市の担当者の
裁量で基準が変わってはならないので、その点を利用者の
個々の状況や他市の内容を十分に考慮していただけたらと
思う。

生活サポート事業は県内各市において、事業実施や補助
金に関する要綱、サービス利用に係る基準を定めて事業の
運用をしています。利用方法については、制度内で利用者
が公平に利用できるように検討していきます。

□

16

P.69放課後等デイサービスのところで「授業の就労後又は
休業日に支援」とありますが、就労とは仕事の事であり、
「授業の終了後」とした方がよいかと思う。

P.69「放課後等デイサービス」の利用者像について、記載を
修正しました。

◎

17

P.69の放課後等デイサービスのところで「生活能力向上の
ための訓練等を行います」は、「訓練等」よりも「発達支援」と
した方が、イメージ的かつ実際に合っているのではないかと
思う。

P.69「放課後等デイサービス」のサービス内容について、児
童福祉法における放課後等デイサービスの定義規定のとお
り、一部修正しました。

○
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18

アンケート調査は、だれに何人したのですか。少ない数では
ダメだと思う。私も、私のまわりにも聞かれた人が一人もい
ない。

P.20に記載しているニーズ調査については、「和光市チャレ
ンジドチェック」調査を郵送配布・回収によって実施していま
す。令和元年度に障害者手帳所持者約2,000名の方を対象
に調査を実施し、約1,300名の方から回答を得ています。

△

19

子供、障害児、障害者、老人、生活困窮者をこまかく分け
て、こまかくリサーチして、その上でニーズに合ったものを計
画していくべきであり、計画案を見直してください。

P.4「計画の策定」に記載しているとおり、本計画について
は、ニーズ調査や障害者に係る障害福祉サービスの給付
実績、障害者団体等に対するヒアリング調査をもってニーズ
（課題）の把握を行い、自立支援協議会における協議を経て
策定しています。

△

20

和光市内で短期入所（ショートステイ）ができる場所が欲し
い。

P.61「短期入所」、P.99「本計画内における基盤整備予定」
に記載しているとおり、短期入所については、地域包括ケア
における高齢者と障害者の共生型サービス事業所を視野
に基盤整備を進めていきます。

□

21

計画実施に当たっては、障害者本人、家族の意見を聞いて
いただきたい。

P.6「ＳＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し」に記載している
とおり、評価として自立支援協議会から点検・評価を受けな
がら実施していきます。また、その他の意見をいただく場に
ついては、検討していきます。

△

22

グループホームが必要である。親が高齢になれば、介護す
ることは難しくなるため、和光市内で生活する場所がほし
い。

P.62「共同生活援助（グループホーム）」、P.99「本計画内に
おける基盤整備予定」に記載しているとおり、グループホー
ムについては、利用人数の増加率や利用ニーズを考慮し
て、令和3年度以降に事業所の基盤整備を検討していきま
す。

□

23

P.80生活サポート事業の送迎サービスはどのような方が使
えるのか。障害福祉サービス、生活サポート事業に当ては
まらない人が支援を待っている人を助けるシステムを望み
ます。

P.80に記載しているとおり、生活サポート事業については、
法定給付である障害福祉サービス、移動支援事業、日中一
時支援事業を利用することができない方を対象としていま
す。また、生活サポート事業における送迎サービスについて
は、利用者の自宅と特別支援学校、障害福祉サービス事業
所との一時的な送り迎えをするサービスとなっています。
新しい支援システムについては、国県の動向並びに他の自
治体の取組を注視していきます。

△
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24

今後、互助の充実が求められ、自分らしく普通に日々の生
活を送れる社会の備えとして土台作りが急務だと思う。高齢
者や障害者の移動支援（買い物、通院）のニーズが増えて
いる時、住民主体の助け合いが、社協、包括がバックアップ
して考えていただきたい。

地域包括ケア課、長寿あんしん課等、関係各部署へ情報提
供していきます。

□

25

現状は親が通院介助をしているが、親の高齢、死後が心配
である。通院介助の手段は徒歩であり、ヘルパーの確保も
難しく、車を使っての移動は不可なので、何か良い手段で
サービスを使って通院できないか。国の制度に無い制度
は、市で作れないか、良い方法を考えてください。

現在の法定給付である障害福祉サービスや地域生活支援
事業で全てのご要望にお応えできていないことは認識して
います。国に県の動向を注視しながら、市としてもニーズに
対応できるサービスを検討していきます。

△

26

P.64「4　相談支援」又はP.74「（3）相談支援事業」のところで
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり
介護保険サービスの利用が優先される第2号被保険者の方
を、器質性精神障害（高次脳機能障害など）との診断につな
げ、併用できる障害福祉サービスや障害年金制度につなげ
るなど、若年性認知症や高次脳機能障害の方への相談支
援体制の在り方を見直し、支援体制を整備していくことを計
画に記してください。

P.42「包括的相談支援体制の整備」に記載しているとおり、
若年性認知症や高次脳機能障害の方も含め、障害種別や
その属性に関わらず、包括的な相談支援体制を整備してい
きます。

△

27

P.54の「（2）自立訓練（機能訓練）」のところで、自立訓練（機
能訓練）の対象に、身体障害のない高次脳機能障害も含ま
れるようになっていると思いますので、「対象」の部分を修正
していただき、さらに機能訓練の内容として、高次脳機能障
害者に即した認知リハビリテーション訓練なども実施してい
くことを記してください。

P.54「自立訓練（機能訓練）」のサービス内容及び利用者像
について、総合支援法における自立訓練（機能訓練）の定
義規定のとおり、一部修正しました。

○

28

P.46「5　障害児支援の提供体制の整備」又はP.67「5　障害
児支援」のところで、高次脳機能障害児への支援体制の整
備について、計画に記してください。

P.42「包括的相談支援体制の整備」に記載しているとおり、
高次脳機能障害児の方も含め、障害種別やその属性に関
わらず、包括的な相談支援体制を整備していきます。

△

※募集期間外にいただいた意見や障害福祉行政における組織や制度への意見については、今後の行政事務における貴重な意見と
して参考にさせていただきます。
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